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下肢の形態と運動に足底板が及ぼす影響について
柵木聖也，福林
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インメントの異常，特に距骨下関節の過回内，

言

過回外と考えられている17）

近年における生涯スポーツの普及を背景と

18）。一

ランニング障害の治療に際し，orthoticsは

した，ランニング愛好者の増如には目を見張

下肢のアラインメントを矯正して健常人のア

るものがある。しかしこのランニングブーム

ラインメントに近づけることによってランニ

の陰で，ランニングが原因と思われる障害で

ング障害を治鼠予防するための保存的治療

整形外科医を受診する患者が，従来のような

法として，近年注目を集めている。この

トップレベルの選手から，質，量共に変化し

orthoticsとは，スポン・ジラバーなどで作られ

てきているのも事実である10）。ランニング

た裸状のもので，一患者の症状やその使用目的

障害の原因の多くは，下肢の静的，動的アラ

などによって異な

＊

筑波大学臨床医学系

1

る大きさ，形をしており，

靴の中に挿入して実際のスポーツ活動の中で
使用する4）。既にorthoticsを臨床例に適用し

す鋭角aを計測した（図2）。計測は，静止

た報告は整形外科医等によってなされてお

立位している被験者の後方から撮影したビデ
オ画面を阿江ら1）の方法を用いてデジタイジ

り3）

ングすることによって行った。

5）

7），良好な治療成績をあげている。し

かし，その主要な作用であると考えられる，

立位での下腿の回旋量の計測は，岡田

距骨下関節の過回内，過回外を防止するとい

ら13）の方法により被験者の右脛骨前縁に

う作用についてこれを定量的に分析した報告

レーザー光源をベルクロ・テープを用いて取

は多くない。

り付け，この光源から照射されるレーザー・

そこで本研究では，orthoticsの最も基本的
な形状と言われている模状orthoticsを靴の

スポットを円弧状のスクリーンに投影して下

腿の回旋量をレーザー・スポットの水平方向

中に装着し，orthoticsを使用することによる

下肢の静的，動的アラインメントヘの影響を

・の変位として計測し（図3），三角関数により，

回旋角度を算出した。

定量的に分析し，orthoticsの処方に関する基
礎的な情報を得ることを目的とした。
皿

Ca叩t

fi舳1，o

方法

被験者は，筑波大学陸上競技部に所属する

健常な中，長距離選手6名である。被験者の

A

下肢の形態には，ma1a1ignmentは認められな

かった。計測に際して使用した靴は，月星

、）（

シューズ社製のサイズ26cmのもので，靴自

H311oo1岨1at8m1

5

体の衝撃吸収能力が少なく，荷重による変形

C

が少ないと思われるものを使用した。
orthoticsは，約5度の傾斜をもつ硬質ゴム板
Fig．1

を，靴底の輸郭に沿って切り出して作製した。

Marked

points

なお，orthoticsは2種類作製し，靴底の内側

縁から外側縁に向かって低くなっているもの
を内側orthotics，外側縁から内側縁に向かっ

て低くなっているものを外側orthoticsとし

た（以下それぞれをmedia1，1ateralと略称す
る）。

計測は，靴に挿入するorthoticsの条件を

A

変えて，①．立位での1eg−hee1a1ignm㎝tの

a
、）（

計測，②．立位での下腿の回旋量の計測，③．

6／

走行中の1eg−hee1a1ignmentの計測を行った。
立位での1eg−heel

a1ignmentは，予めマーキ

C

ングしておいた右下腿の遠位1／3の中点Aと

アキレス腱の付着部の中点B，および踵点C

Fig．2

（図1）を結んでできる2直線AB−BCのな

一2一

The

method

to

hee1a1ignment

measure

the1eg−

media1と略称），外側orthotics装着時（以下，

latera1と略称）の各条件と非装着時（以下，

norma1と略称）との比較の結果を表1に示
す。各条件とnorma1との比較は，paired

t−

test（岩原，1965）にて行った（以下，全て
の比較はpairedt−testにて行ったものであ
る）。norma1にくらべmedia1では，全ての被
験者で1eg−hee1a1ignmentが有意に減少し，

1atera1では，6名中5名の被験者で1eg−hee1

a1ignmentが有意に増加していることがわか
る。
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thotics
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med1al（de9．）

走行中の1eg−hee1a1ignmentの計測は，ト
レッドミル上をランニングする被験者の右下

腿を後方および側方からビデオ撮影し，後方

or−

orthotics

norma1（deg．）一一・

rotation

each

condition（standing）

lateral（deg．）

15，0±0．98

9．5±0153．．

15．7±O．72

11．5一ヒ0．63．・

21，4±O．54．．

18．2±0．92

12．3±O，7｝

20．5±0．42．

17．O土0．69．

．

11．8±0．86

9．0±0．55

15．］土O．67．．

I2．4±0．91

7．8±1．20．．

15．2±1．09

19．0土1．34

13．O±O．46．．

（・：P＜O．05，

画面をデジタイジングすることによって行っ

．

18．8±1．79
：P〈O．Ol）

た。デジタイジングの緒果より，1eg−hee1
a1ignmentの最大値である最大回内角度と，

B．立位での下腿の回旋量について

1eg−hee1a1ignmentの変化のレンジである距

立位での㎜ddia1，1atera1各条件における下

骨下関節の角度変化量を求めた。走行のス

腿の回旋量の平均と標準偏差，nOrma1との

ピードは，毎分100mの低速ランニングと毎

差の検定結果を表2に示す。立位での下腿の

分200mの高速ランニングの2種類とした。

回旋量は，nOrmalの状態を基準とし，

計測の対象とするランニングのサイクルは，

orthoticsをmedia1，1atera1と変化させたとき

ランニングを開始してから約3分経過した後

Tab1e2

の5サイクルとした。計測を行う区間は

The
on

hee1−strikeからtoe−offまでとし，これらは

range
each

（P1us

stands

後方画面と側方画面を両画面に映し込んだ

and

LED発光体を用いて同期させたうえで決定

rOtatiOn）

した。
subjbct

of
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結果

for

interna1

later副1（deg．）

3，0士0．11

一1．O±⑪．41

8．1±0．05

一7．3土0．I0

5．8土0．34．

3．O土0．05．

偏差，および内側orthotics装着時（以下，

for

orthotics

2．4土0．08

立位での1eg−hee1a1ignmentの平均と標準

externa1rotation
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7．1士0．09．

A．立位での1eg−hee1a1ignmentについて

rotation

condition

stands

medial（deg．）

皿
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O．0±0，41
．一2．6土0．63
0．7±2．22・

一1，7±O，06．
（．：P＜O．05）

，3一

の下腿の水平面内での回転角度（deg．）を表

D．走行中の距骨下関節の角度変化量につい

したものである。正の値は外旋量，負の値は

て

内旋量をそれぞれ表す。media1では，全ての

走行における距骨下関節の角度変化量の平

被験者で下腿が有意に外旋し，一方1atera1

均と標準偏差，および各条件とnOrmalとの

では，6名中5名の被験者で下腿が有意に内

比較を表5，表6に示す。

media1では，低速の場合6名中2名の被験

旋した。

者で角度変化量が有意に減少したのみであっ
たが，全般に減少傾向を示していることがわ

C．走行中の最大回内角度について

低速および高速走行における最大回内角度

かる。高速の場合，6名中2名の被験者で角

の平均と標準偏差，および各条件とnormal

度変化量が有意に減少したのみであったが，

との比較を表3，表4

低速の場合と同様に，全般に減少傾向を示し

に示す。

media1では，100m／sec．の低速ランニング

ているといえる。1ateralでは，低速の場合，

（以下，低速と略称）の場合，6名中5名の

全ての被験者で有意差はみられなかった。高

被験者で最大回内角度が有意に減少した。

速の場合，有意に増加した者，有意に減少し

200m／sec．の高速ランニング（以下，高速と

た者共に6名中1名であり，一定の傾向はみ

略称）の場合，

られなかった。

6名中4名の被験者で最大回

内角度が有意に減少した。1atera1では，

低速

また，norma1，media1では走行速度が速く

の場合，高速の場合共に6名中5名の被験者

なると距骨下関節の角度変化量も増加する

で最大回内角度が右意に増加した。

が，1atera1では一定の傾向はみられなかった。

また，走行速度による違いは，nOrma1，

Tab1e5

media1，latera1共に明確にはみられなかった。
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13．7±ユ．60
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2ユ．9土2．14
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l

B
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D
E
F

m・叩・1（d・g・）一一一一一一・一一一・一一一・一・一一一一一一・…一一一一一一

medial（deg．）

Table4．

each

orthotic5

normal（deg．）一一…一…一…・…一一…一一一・一
medial（deg．）
lateral（deg．）
22．．4±6．23

14．2土3，20

3ユ、6土5．19

24，3土6．40

22．2；1＝3．03
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20．5土4．11

16．O±4．45

20．9土4．80

28．9土3．98

22．8土3．05．

30．O土3．66

22．8±3．01

18．6土2．43

22．8±4．23
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25、ユ土2．71
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joint

speed）
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Table6
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F
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CS

1・ter・1（d・g．）
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31．8土4．42
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16−4土4．80
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23．6土3．98
（．：P〈O105）

27，5±1．31．

（．：P＜O．05，．

range

speed）

laエeral（deg．）

14．0±2．52

The

movement（at

5ubject

subjec〜

subta1ar

s1ow

：P＜0．Ol）

4

M

考

本研究においては，下腿の回旋量の計測は

察

本研究の結果では，立位時においては内側

立位の場合にのみ行った。下腿の回旋が距骨
下関節の運動に連動していることは横江17）

orthoticsを装着した場合，非装着時に比して

が述べているが，本研究においてもこの意見

1eg−heel

に一致する結果が立位時において得られた。

a1ignmentは減少し，下腿は外旋し

た。一方外側orthoticsを装着した場合，1eg−

また，立位時のleg−hee1a1ignmentと走行時

hee1a1ignmentは増加し，下腿は内旋した。

の最大回内角度が類似した傾向を示すことか

これは，模状のorthoticsを足底と靴との間

ら，走行時においても内狽Oorthoticsを装着

に挿入したことにより，足底の内側縁，外側

した場合下腿は内旋し，外側orthoticsを装

縁が挙上され，距骨下関節が回外，回内して

着した場合外旋していることが推察できる。・

このような現象が観察されたものと考えられ

走行時の下肢の動きに注目すると，foot−

る。また走行時においては，内側orthotics

strike直前に距骨下関節の回外が生じて踵骨

を装着した場合，最大回内角度は減少し，距

内反位で接地し，foot−strikeと同時に距骨下

骨下関節の角度変化量も減少したが，後者の

関節の回内が始まる。mid−supportでは足の

傾向は前者に比して弱いものであった。外側

アーチが緩んで路面からの反力を吸収し，再

orthoticsを装着した場合には，最大回内角度

びtake−offで距骨下関節は回外して，足部は

は増加したが，距骨下関節の角度変化量に一

定の変化はみられなかった。これらの結果は

前進のための強力なてことして作用して強い
キックカを生み出している17）。また距骨下

Bates，et

関節は，足底の路面への適応のための緩いア

al．2）および横江ら18）の報告と一致

1eg−hee1a1ignm㎝tに相当するものであり，

ダプターとしての機能を有すると考えること
もできる4）。従って，距骨下関節の回内，回

立位の場合と同じく足底の内，外側縁が挙上

外はそれが正常な範囲であれば，下腿の内旋，

されているために，走行時における立脚期に

外旋，足のアーチの弛緩，緊張と同調して，

おいて距骨下関節の回内が内側orthoticsの

走行時における重心の前方への移動と衝撃の

場合には制限され，外側orthoticsの場合に

吸収に重要な役割を果たしていると言える。

するものである。最大回内角度は立位時の

しかし，回内足などに代表される距骨下関

は助長されていると言える。

距骨下関節の運動は，水平面では約16。内

節の過回内は，足底筋膜炎，アキレス腱炎，脛

方に，矢状面では約42止方に偏位している

骨過労性骨膜炎，膝蓋軟骨軟化症など，様々

運動軸（Henke軸）を中心とした回旋運動で
ある11）。このため距骨下関節の運動そのも

なランニング障害の原因になるとされてい
る7）。また距骨下関節の過回内は下腿の異常

のを計測することは，Wright，et

な内旋を強制するため，後脛骨筋など足関節

a1．16）など

によって行われてはいるものの，その方法は

屈曲筋群の一部の過緊張を引き起こし，

非常に複雑で実用的とは言い難い。しかし距

ンスプリント と呼ばれる下腿のランニング
障害を招く14）。距骨下関節の可動域が制限

骨下関節の回内，回外は踵骨の外反，内反，

および脛骨の内旋，外旋を伴うことが知られ
ている6）。このため，距骨下関節の運動を，

されている

cavus

foot

シ

．などの場合にも，

距骨下関節での衝撃吸収能力が劣るために下

踵骨と下腿の相対的位置関係を表す1eg−hee1
a1ignm㎝tと下腿の匝旋量を用いて推察する

肢の過労性骨障害が発生しやすいとされてい
る15）。このような距骨下関節とランニング

ことは可能であり，また妥当であると考えら

障害との関連を考えると，ランナーに

れる。

orthoticsを処方する際には，距骨下関節の可

5一

止するような特性を有したorthoticsを作製

ため，6名の健常なランナーを対象として
orthotics無し，内側orthotics装着，外側

する必要があると思われる。

orthotics装着の三条件について，立位時の

本研究で用いた内側および外側の模状
orthoticsは，立位時，走行時に得られた

1eg−hee1a1ignmentと下腿の回旋量の計測，

1eg−hee1a1ignmentの各パラメータの結果か

行った。主な結果は以下にあげるものである。

動域を制限することなく過回内，過回外を防

および走行時の1eg−hee1a1ignmentの計測を

らみて，本来の距骨下関節の可動域そのもの

1）立位においては，内側orthoticsを装着

に大きく影響を及ぼすことなく，距骨下関節
の運動を調節することができるものと推察さ

した場合1eg−hee1a1ignmentは減少し，

れる。特に内側orthoticsについては，距骨

下腿は外旋した。一方，外側orthotics
を装着した場合，1eg−hee1a1ignment峠

下関節の可動域を若干制限するものの，障害

増加し，下腿は内旋した。

を持つランナーに処方した場合，多くのラン

2）走行時においては，内側orthoticsを装

ニング障害の原因であるとされている距骨下
関節の過回内を防止することが期待できる。

着した場合，距骨下関節の最大回内角度

しかしながら，本研究における走行はトレッ

は減少し，距骨下関節の角度変化量も減

ドミル上で行われたものであり，実際の走路

少傾向を示した。外側orthoticsを装着

上での走行に比して下肢が受ける体重による

した場合，最大回内角度は増加したが，

衝撃力は小さいものと推測できる。このため，

距骨下関節の角度変化量には一定の変化

本研究で得られた距骨下関節の運動に

はみられなかった。速度を上げると，最

大回内角度には変化はみられなかった

orthoticsが与える影響が，実際の走行時のも

のを表しているかどうかという点については

が，距骨下関節の角度変化量はorthotics
無し，内側orthoticsの場合には増加し，

疑問が残る。このため，本研究の結果をその
まま臨床例に応用するのは早計であると考え

二々外側orthoticsの場合には一定の傾

られ，今後さらに実際の走路上での走行にお

向を示さなかった。

3）以上のように，orthoticsは立位時および

ける動作分析を行う必要があると言えよう。

また，腸脛靱帯炎のように膝部の形態の影
響を受けていると思われる12）ランニング障

走行時の距骨下関節の運動を変化させる

害の場合は，．使用するorthoticsやその組み

て有効であると思われる。しかしその臨

ことから，ランニング障害の治療におい

合わせを慎重に選択しないと，本来健常であ

床適用に当たっては，障害者および実際

る距骨下関節に対しては悪影響をもたらすこ

の走路面上でのランニングにおける

とも考えられる。このため，本研究で使用し

orthotics装着状態での距骨下関節の運動

た内側，外側の模状orthoticsやアーチパッ

の変化について調べる必要があると考え

ドなど他の形状のorthoticsとの組み合わせ

られる。

のパターンについても分析を行い，種々のラ
ンニング障害に幅広く対応するための知見を
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